第 1249 回
【点

例会記録

鐘】

平成 30 年 9 月 14 日（金）
大野 勉 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】

鈴木 昭弘 委員長

【ソ ン グ 】

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

ロータリーソング『それでこそロータリー』

【ゲスト・ビジター紹介】

大野 勉 会長

◆交換留学生 竹尾 光 君
◆前事務局員 花井 淳子さん

３代の会長とカウンセラーと

竹尾光君 挨拶 「こんにちは、竹尾

２．その他………承認

光です（ドイツ語で） ドイツでの生活

10 月 26 日の例会を

は楽しいことも多かったのですが辛い
ことも多く、言語や文化の違い、また

10 月 31 日に変更し、

娯楽もあまり多くなかったのですが、

柿生中学校での社

ロータリーの活動に参加して勉強に

会奉仕活動時を行

もなりました。一年間麻生ロータリー

う方向で進める。

でサポートしていただき、感謝いたし

ドイツのロータリークラブのバナーを頂く

【会長報告】

ます。これからローテックスとして、サ

大野 勉 会長

ポートしていきたいと思っています。

１．ガバナー事務所より

有難うございました。」

○国際奉仕委員会主催の“タイへの海外メークアップツアー”

花井さん 挨拶 「本日は、（退職金を頂いて）恐縮しておりま

開催のご案内がメールで届く。

す。私が入職した年は碓井美枝子会長と志村幹事の年で、前

１１月２５日（日）～１１月２８日（水）３泊４日

任者が辞めることになり後任が見つからないとのことで、急遽

旅行代金 155,000 円

入職することになりました。研修期間がほとんどなく、何も分か
らず大変でしたが、お二人に助けられて始めることができまし
た。何とか６年間勤めることができ、良い経験がもてましたこと
に感謝申し上げます。有難うございました。」

【臨時理事役員会 報告】

○第 5 回地区大会芸術祭開催に伴う作品出展のお願いとチラ
シが届く。
2018 年１１月１０日（土） パシフィコ横浜展示コーナー
○リーダーシップ研修会パートⅡ開催の案内がＦＡＸで届く。

大野 勉 会長

１． 米山梅吉記念館 50 周年記念事業 特別寄付………承認
2,800 円×32 名＝89,600 円を特別会計より寄付

10 月１４日（火） 8:30～16:30 聖光学院中学校高等学校
○11 月のロータリー財団月間に当たり、卓話実施のお願いが
届く。

第 １ ２ ５ ０ 回 例会 ９月２１日（金）クラブ協議会
第 １ ２ ５ １ 回 例会 ９月２８日（金）委員長会議報告
第 １ ２ ５ ２ 回 例会 １０月 ５日（金）ガバナー公式訪問

ホテルモリノ
百合ヶ丘カントリー倶楽部
ホテルモリノ

［例会日］第 1・2 金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホ テ ル モ リ ノ 新 百 合 丘 7F
［例会日］第 3・4 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F
※第 5 金曜日 休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所

TEL：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

○米山カウセラー研修会開催のご案内がＦＡＸで届く。
１０月４日（木） 15:00～17:00 ソシア 21 3Ｆ
２． ハイライトよねやま 222 号がメールで届く。
３．あさお区民まつり実行委員会より、区民まつり開催の案内
10 月１４日（日）10:00～16:00 麻生区役所及び麻生市民館
４．“社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より
「川崎フロンターレと築く明るい麻生区少年サッカー教室」

山下俊也 ロータリー財団委員長

梅澤馨 米山記念奨学委員長

【米山記念奨学委員会】

開催の案内。
１０月７日（日） 9:00～11:30 川崎フロンターレ麻生グランド
【幹事報告】

青戸 慶太 幹事

◆今週は例会変更等の連絡はありません。

梅澤 馨 委員

★米山記念奨学会 第 1249 回
◇宇津木 茂夫 会員
【会員卓話

日本の行事】

合計 １件 ￥1,000

ご協力有難うございました。
志村 幸男 会員（宮司）

◆地区大会の出欠確認がまだの方はお願いいたします。
【出席委員会】

佐藤 達弥 委員長

例会数

会員

出席

欠席

修正

出席率

1249 回

32

27

5

1250 回

32

29

3

2

97％

1251 回

32

29

3

3

100％

84％

日本の行事として 1 月から 12 月まで、神仏・キリスト教などに関
わるものが様々あります。
生まれると神社、結婚式はキリスト教、亡くなると仏教、日本で
は宗教が混在し、その中での行事をお話しいたします。
１月・睦月は家族友人知人が集まって親しく睦み会うという意
佐藤達也弥 出席委員長

杉山遼 ニコニコ委員長

【ニコニコ委員会】

杉山 遼 委員長

第 1249 回(件数)
ニコニコ

合 計

25 件

￥25､097

味があります。元旦と元日の違いは、元旦は日が昇る様を意
味し、日の出から日没までを元日といいます。門松は年神が
下りて来る目印で、しめ縄は魔物が家に入らないように入口に
掛けます。お屠蘇は十数種類の漢方薬の薬草をみりんに浸し
たもので、鬼を途絶えさせ、魂を蘇生させる意味があります。

●会員

お雑煮で上に菜っ葉を乗せるのは、名を上げる（出世する）意

◇大野勉会長【明日から連休ですね。竹尾君お帰りなさい 】

味があります。鏡餅の鏡とは人の心を映す神様と考えられてい

◇川崎航会員【竹尾君お帰りなさい】

ます。扇は末広がりで家の繁栄、橙は家が代々つながるように、

◇志村幸男会員【竹尾君お帰りなさい。良く頑張りました 】

エビは長寿、昆布は喜ぶ、ウラジロは表裏がない潔癖である、

◇鈴木憲治会員【涼しくなりました。４人会の残金です 】

ユズリハは芽が出るときに葉を落とすので途中で途絶えないよ

◇青戸慶太幹事 ◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員

うに、との意味があります。

◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 ◇親松明会員

おせちは節目毎に神様に捧げたものですが、お正月だけが

◇木村基会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員

残っています。また正月から料理の音をたてると神様に失礼に

◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員

当たるということで、作っておいた物を頂く習慣があります。

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員

重箱の一の重は春、二の重は夏、三の重は秋、四の重は冬、

◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員

を表しているといわれていますが、地方によって違いがありま

◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員

す。エビは長寿、カズノコは子孫繁栄、レンコンは先の見通し

以上、ご協力ありがとうございました。

が良くなる、伊達巻は巻物として知恵がつき文化の発展、黒豆

山下

は健康に過ごせるように、昆布巻きは喜びが多いように、田作

【ロータリー財団委員会】

俊也 委員長

★ロータリー財団委員会 第 1249 回

合計 2 件 ￥2,000

りは豊作を願い、そのほかみな意味があります。

◇宇津木茂夫会員 ◇山下俊也会員

有難うございました。

お年玉は古くはお餅で、年神様の御霊を頂くということです。

初夢は正月二日に見る夢です。１月１１日鏡開き、どんど焼き
は小正月の行事、
きさらぎ

二月・如月は草が生え変わる、生き返るという意味があります
が、その他に衣を重ねる、寒い時期の状況でもあります。
節分は（本来は年４回あります）２月３日ですが、春を迎え芽が
ふいて生命が動き出す、一つの節目として農業のスタートとし
て、悪いものが来ないことを願って行います。豆まきは魔を滅
ひいらぎ

する意味があります。他に 柊 の枝にいわしの頭を刺して魔を
よける方法があります。鬼は角と牙があるので、鬼門は北東で
す。北東は牛と虎にあたり、牛の角と虎の牙が合わさったもの
が鬼で、豆を撒いて鬼門よけをします。

【ご案内】

鈴木 明弘 会員

恵方巻きはもともと関西のほうからのものです。太巻きに福を

私が代表をしております。「グリーンハート吹奏楽団」の

巻いて食べます。鬼の金棒を食べてしまおうと、方向を向いて

第 27 回定期演奏会が９月 24

食べると願いが叶うということです。

日（月・祝）に世田谷区民会

他に２月８日が針供養、２月１４日がバレンタインデーです。

館で行われます。クラブから

３世紀にローマ帝国の皇帝が兵士を戦場に送るときに、戦死

お祝い金が出るとのことで期

すると妻子が悲しみ、そのことで戦力が落ちるということで、結

待しております。

婚禁止令を出して、それをバレンタインが反対し、密かに若者
を結婚させていたのですが、それを知った皇帝が怒りバレンタ
インを処刑してしまいます。その日が２月１４日で、カトリックの
国ではその日を祝日にして、愛を与える日として贈り物をする
習慣があります。
続きは、いずれまたお話ししたいと思います。

【四つのテスト】

親松 明 会員

【点

大野 勉 会長

鐘】

【会 報 委 員 会 】
文責：宇津木茂夫 委員

写真：鈴木豊成 委員

花井さんから頂きました

